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(57)【要約】
　照明システムは、一般照明を提供する第１の照明ユニ
ットと、方向性照明を提供する第２の照明ユニットとを
有する。照明ユニットは、一般照明と方向性照明との間
である強度及び／又は色コントラストを維持するように
、検知された光条件に基づいて制御される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の領域に一般照明を提供する第１の照明ユニットと、
　前記第１の領域内のより小さい第２の領域に方向性照明を提供する第２の照明ユニット
と、
　一般照明強度及び／又は色特性を検出するセンサ装置と、
　前記センサ装置の出力に依存して、前記第１の照明ユニット及び前記第２の照明ユニッ
トを制御するコントローラと、
　を含み、
　前記コントローラは、前記一般照明強度が検知される場合、前記一般照明と前記方向性
照明との光強度コントラストを維持するか、及び／又は、前記色特性が検知される場合、
前記一般照明と前記方向性照明との色差を維持する、前記第１の領域における前記一般照
明と、前記第２の領域における前記方向性照明との間の所定の関係を適用するようにする
、照明システム。
【請求項２】
　前記センサ装置は、一般照明の強度の検出用であり、前記所定の関係は、前記一般照明
の強度と、前記第２の照明ユニットの出力の強度との比である、請求項１に記載のシステ
ム。
【請求項３】
　前記比は、前記第２の照明ユニットの出力の前記強度が最大強度を超えない間、維持さ
れる、請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記センサ装置は、一般照明の色特性の検出用であり、前記所定の関係は、前記一般照
明の色特性と、前記第２の照明ユニットの出力の色特性との間のマッピングである、請求
項１乃至３の何れか一項に記載のシステム。
【請求項５】
　前記マッピングは、高色温度の一般照明を、より低い色温度の方向性照明出力にマッピ
ングすることと、低色温度の一般照明を、より高い色温度の方向性照明出力にマッピング
することとを含む、請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
　前記センサ装置は、屋外の日光の強度及び／又は色を検出するセンサを含む、請求項１
乃至５の何れか一項に記載のシステム。
【請求項７】
　前記センサ装置は、前記第１の領域における一般照明の強度及び／又は色を検出するセ
ンサを含む、請求項１乃至６の何れか一項に記載のシステム。
【請求項８】
　前記第１の照明ユニット及び前記第２の照明ユニットは、それぞれ、制御可能な強度及
び色温度を有するＬＥＤ装置を含む、請求項１乃至７の何れか一項に記載の照明システム
。
【請求項９】
　第１の領域に一般照明を提供するステップと、
　前記第１の領域内のより小さい第２の領域に方向性照明を提供するステップと、
　一般照明強度及び／又は色特性を検出するステップと、
　前記一般照明強度が検知される場合、前記一般照明と前記方向性照明との強度コントラ
ストを維持するか、及び／又は、前記色特性が検知される場合、前記一般照明と前記方向
性照明との色コントラストを維持するように、前記第１の領域における前記一般照明と、
前記第２の領域における前記方向性照明との間に所定の関係を適用することによって、セ
ンサ装置の出力に依存して、第１の照明ユニット及び第２の照明ユニットを制御するステ
ップと、
　を含む、照明方法。
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【請求項１０】
　一般照明の強度を検出するステップと、前記一般照明の強度と前記方向性照明の強度と
の比を、前記方向性照明の強度が最大強度を超えない間、維持するステップと、を含む、
請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　一般照明の色特性を検出するステップと、前記一般照明の色特性と前記方向性照明の色
特性との間にマッピングを提供するステップと、を含む、請求項９又は１０に記載の方法
。
【請求項１２】
　マッピングを提供する前記ステップは、高色温度の一般照明を、より低い色温度の方向
性照明出力にマッピングするステップと、低色温度の一般照明を、より高い色温度の方向
性照明出力にマッピングするステップと、を含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　検出する前記ステップは、屋外の日光の強度及び／又は色を検出するステップを含む、
請求項９乃至１２の何れか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　検出する前記ステップは、前記第１の領域における一般照明強度及び／又は色を検出す
るステップを含む、請求項９乃至１２の何れか一項に記載の方法。
【請求項１５】
　第１の領域に一般照明を提供する第１の照明ユニットと、前記第１の領域内のより小さ
い第２の領域に方向性照明を提供する第２の照明ユニットと、を含む、請求項１乃至８の
何れか一項に記載の照明システムを制御するコントローラであって、
　検出された一般照明の強度及び／又は色特性を受信する入力部を含み、前記一般照明の
強度が検知される場合、前記一般照明と前記方向性照明との強度コントラストを維持する
か、及び／又は、前記色特性が検知される場合、前記一般照明と前記方向性照明との色差
を維持するように、前記第１の領域における前記一般照明と、前記第２の領域における前
記方向性照明との間に所定の関係を適用することによって、センサ装置の出力である受信
した前記検出された一般照明の強度及び／又は色特性に依存して、前記第１の照明ユニッ
ト及び前記第２の照明ユニットを制御する、コントローラ。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般照明と方向性（アクセント）照明とを有する照明システムに関する。ア
クセント照明は、家又はオフィスにおける作業場を照らすタスク光であっても、小売販売
店又は博物館空間といった応用における展示品を照らす方向性照明であってもよい。
【０００２】
　本発明は、光出力の色温度の制御を可能にし、また、日光レベルも考慮するする照明シ
ステムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　人工照明に使うエネルギーを削減し、より自然な照明シーンを提供するために、屋内空
間において、より多くの日光照明を使用するという意識が一般にある。この発展は、日光
ハーベスティングと呼ばれる。例えば店主は、例えばエネルギーを節約し、そのブランド
の環境への配慮があるというイメージを確立するために、その販売空間内により多くの日
光が取り入れられることに関心を持っている。しかし、問題は、日光は動的であり、変化
する点である。色温度は、太陽の位置によって１日の間に変化する（朝はより青みがあり
、夕方の時間は、より暖かい）。また、日光レベルも、時刻、季節及び外側の気候条件に
関連して、１日の間に変動する。店主は、照明条件を制御することを必要とする。
【０００４】
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　１日をかけて太陽の光強度及び色特性が変化する際に、例えば店舗内の展示領域の所与
のＣＲＩ又は他の所望の照明特徴を維持するために、店舗内の一般照明と方向性照明との
間に所与の関係を維持することが有利である。
【０００５】
　オフィス、工場だけでなく、居間といった多くの環境において、光は、入射日光と、追
加人工光との組み合わせによって形成される。多くの場合、ユーザは、日光に影響を与え
ることができないか、又は、例えばブラインドの開閉によって、限られた程度にしか影響
を与えることができない。これにより、人工光の制御がより重要になる。
【０００６】
　したがって、特にオフィスビルの人工照明のために、日光レベルを考慮する照明システ
ムを提供することが知られている。既知のシステムでは、日光レベルを測定する光センサ
が提供され、制御信号が、日光レベルから導出される。制御ユニットが、次に、測定され
る日光レベルか所定の最小値を下回ると、人工光源を点けるか、又は、反対に、測定され
る日光レベルが所定の最大値を上回ると、人工光源を消す。特にオフィス照明システムで
は、制御ユニットは、人工光源の強度を、主に日光レベルに反比例して調節することが知
られている。
【０００７】
　センサが、照明される空間内の最も重要な平面上に設置される。例えばスーパーマーケ
ットでは、センサは、廊下の棚上に設置される。病院では、検知は、患者のベッドの水平
面向けであってよい。照明レベルを測定することにより、一般照明レベルを、人工一般照
明を減光又は増加することによって制御し、これにより、全体の最低限の照明レベルを維
持することが可能である。
【０００８】
　減光可能であると同時に、調節可能である白色照明を提供することも提案されている。
例えば国際特許公開公報ＷＯ９６／２８９５６は、（蛍光）照明の色点を、周囲光レベル
に依存して制御することを可能にするシステムについて開示している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、特に一般照明ユニットとアクセント照明（より方向性があり、一般により高
い強度を有する照明を意味する）を含む照明システムに関する。例えば周囲光条件に応え
て一般照明が変化すると、アクセント照明の有効性も変わるという問題が生じる。これは
、より明るい作業空間を提供する又は展示品を照らすというアクセント照明のメリットを
減少させる。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、請求項によって定義される。
【００１１】
　第１の態様によれば、照明システムが提供される。当該照明システムは、
　第１の領域に一般照明を提供する第１の照明ユニット１０と、
　第１の領域内のより小さい第２の領域に方向性照明を提供する第２の照明ユニット１４
と、
　一般照明強度及び／又は色特性を検出するセンサ装置１６、１８と、
　センサ装置の出力に依存して、第１及び第２の照明ユニットを制御するコントローラ２
０とを含み、
　当該コントローラは、一般照明強度が検知される場合、一般照明と方向性照明との光強
度コントラストを維持するか、及び／又は、色特性が検知される場合、一般照明と方向性
照明との色差を維持する、第１の領域における一般照明と、第２の領域における方向性照
明との間の所定の関係を適用するようにする。
【００１２】
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　本発明は、一般照明レベルが日光条件に応えて変化した場合に、方向性（アクセント）
照明が、一貫性がないように見えることがあるという認識に基づいている。したがって、
方向性照明は、方向性照明の所望の効果又は外観を維持するように、一般照明と一緒に制
御される。
【００１３】
　本発明は、店舗、博物館、レストラン、バー、病院、オフィス、教育センタ等といった
一般雰囲気と局所的な展示とが共に重要である空間の照明に特に興味深い。
【００１４】
　センサによって検出可能である光の特性は、強度、色及び色温度である。
【００１５】
　１つの例のセットでは、センサ装置は、一般照明の強度の検出用であり、所定の関係は
、一般照明の強度と、第２の照明ユニットの出力の強度との比である。このようにすると
、方向性照明は、一般照明よりも明るいレベルに維持される。輝度は、固定の倍数分、常
に高くてもよいし、又は、２つの輝度レベル間により複雑な関係が確立されてもよい。例
えば方向性照明が、ある製品を強調するために使用される場合、この強調は、一般照明レ
ベルが変化しても維持される。
【００１６】
　上記比は、第２の照明ユニットの出力の強度が最大強度を超えない間、維持されてよい
。この最大強度に到達すると、このレベルにおいて一定に保たれるか又は消灯される。こ
れは、一般照明が既に非常に明るいことによる。
【００１７】
　別の例のセットでは、センサ装置は、一般照明の色特性の検出用であり、所定の関係は
、一般照明の色特性と、第２の照明ユニットの出力の色特性との間のマッピングである。
これらの例では、（例えば時刻、天候又は季節によって色が変化する周囲日光から導出さ
れる成分があることにより）一般照明が色を変えるにつれて、一般照明とアクセント照明
との色のコントラストを維持することができる。本願のコンテキストでは、「マッピング
」との用語は、当業者によって理解される意味に従うと理解される。つまり、所与のセッ
トの各要素を、第２のセットの１つ以上の要素に関連付ける作業である。
【００１８】
　更に、第１のセットの点が、別のセットの点に対してマッチングされるマッチング処理
としても理解される。
【００１９】
　マッピングは、高色温度の一般照明を、より低い色温度の方向性照明出力にマッピング
することと、低色温度の一般照明を、より高い色温度の方向性照明出力にマッピングする
こととを含む。このようにして、２つのタイプの光（一般及びアクセント）の色温度が、
色コントラストを維持するために異なるように保たれる。
【００２０】
　当然ながら、これらの２つの異なるアプローチは、単一のシステムにおいて組み合わさ
れてもよい。
【００２１】
　この場合、システムは、例えば第２の光源の最大強度を変えることによって、動的な一
般照明の空間におけるコントラストを制御し、また、色温度に差を作ることによって、一
般照明の空間内の特定の領域に、好適な照明を生成することができる。物体と周囲とで、
光強度に差（強度コントラスト）を作り、また、色コントラストも作ることによって、シ
ステムは、特別な領域又は展示品に与えられる注目を増加させることができる。例えば白
色照明の様々な濃淡（即ち、様々な色温度）を選択することによって、特定の空間におい
て、又は、特定の展示領域に対して奥行きがもたらされる。
【００２２】
　一例では、センサ装置は、屋外の日光の強度及び／又は色を検出するセンサを含む。こ
の場合、第１の領域に入る自然光の量に関する知識を使用して、第１の照明ユニットから
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の必要な出力を決定することができる。こうすることにより、第１の領域における一般照
明の強度及び／又は色が導出される。次に、第２の照明ユニットの所望出力が導出される
。
【００２３】
　別の例では、第１の領域における一般照明の強度及び／又は色を検出するセンサを含む
。このセンサは、領域に入った任意の自然日光と第１の照明ユニットとの組み合わせ効果
を測定する。これは、第１の照明ユニットのフィードバック制御を可能にする。第２の照
明ユニットの所望の出力が、ここでも、第１の領域における一般照明から導出される。
【００２４】
　一般照明を測定するセンサは、第２の照明ユニットの出力から離れていることが好適で
ある。
【００２５】
　第２の照明ユニットは、例えば作業領域にタスク照明を提供するスポットライト、又は
、展示品を照らす照明を含む。
【００２６】
　これらの物体は、商品であっても、芸術品といったように展示品であってもよい。
【００２７】
　第１及び第２の照明ユニットは、それぞれ、制御可能な強度及び色温度を有するＬＥＤ
配列を含んでよい。
【００２８】
　別の態様は、照明方法を提供する。当該方法は、
　第１の領域に一般照明を提供するステップと、
　第１の領域内のより小さい第２の領域に方向性照明を提供するステップと、
　一般照明強度及び／又は色特性を検出するステップと、
　第１の領域における一般照明と、第２の領域における方向性照明との強度及び／又は色
コントラストを維持するように、当該一般照明と当該方向性照明との間に所定の関係を適
用することによって、検出された一般照明強度及び／又は色特性に依存して、第１及び第
２の照明ユニットを制御するステップとを含む。
【００２９】
　別の態様は、第１の領域に一般照明を提供する第１の照明ユニットと、第１の領域内の
より小さい第２の領域に方向性照明を提供する第２の照明ユニットとを含む照明システム
を制御するコントローラを提供する。当該コントローラは、検出された一般照明の強度及
び／又は色特性を受信する入力部を含み、コントローラは、第１の領域における一般照明
と、第２の領域における方向性照明との強度コントラスト及び／又は色差を維持する、当
該一般照明と当該方向性照明との間の所定の関係を適用するようにすることによって、受
信した上記検出された一般照明の強度及び／又は色特性に依存して、第１及び第２の照明
ユニットを制御する。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
　次に、本発明の例が、添付図面を参照してより詳細に説明される。
【００３１】
【図１】図１は、照明システムを示す。
【図２】図２は、一般照明強度と方向性光強度との第１の可能な関係を示す。
【図３】図３は、一般照明強度と方向性光強度との第２の可能な関係を示す。
【図４】図４は、日光強度と人工一般照明強度との可能な関係と、全体の一般照明強度と
を示す。
【図５】図５は、一般照明の色温度強度と方向性光の色温度との第１の可能な関係を示す
。
【図６】図６は、一般照明の色温度強度と方向性光の色温度との第２の可能な関係を示す
。
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【図７】図７は、一般照明の色温度強度と方向性光の色温度との第３の可能な関係を示す
。
【図８】図８は、１つのシステム使用例として、ある時間に提供される照明を示す。
【図９】図９は、１つのシステム使用例として、ある時間に提供される照明を示す。
【図１０】図１０は、１つのシステム使用例として、ある時間に提供される照明を示す。
【図１１】図１１は、１つのシステム使用例として、ある時間に提供される照明を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　本発明は、一般照明を提供する第１の照明ユニットと、方向性照明を提供する第２の照
明ユニットとを有する照明システムを提供する。照明ユニットは、一般照明と方向性照明
との間にある強度及び／又は色コントラストを維持するように、検知された光条件に基づ
いて制御される。
【００３３】
　図１は、本発明による照明システムの略ブロック図を示す。
【００３４】
　照明システムは、少なくとも、屋内空間１２に、一般人工照明を提供する第１の光源１
０（Ｌ１）と、方向性照明を提供する第２の光源１４（Ｌ２）とを含む。
【００３５】
　方向性照明は、通常、強度がより高い光であり、第１の光源１０の一般照明よりも小さ
い領域に、直接照明を提供する。しかし、第２の光源１４によって照明される領域は、第
１の光源によっても照明される。
【００３６】
　屋内空間は更に、窓、天窓又は他の開口を介して日光を受け取る。
【００３７】
　少なくとも第２の光源１４は、調節可能な強度及び色温度を有する。第１の光源は、少
なくとも調節可能な強度を有し、また、第１の光源は、調節可能な色温度を有してもよい
。
【００３８】
　調節可能な色温度を有する光源は、例えばそれぞれ固定の異なる色温度を有する少なく
とも２つの調光可能な光源を組み合わせることによって形成できる。光源は、蛍光ランプ
若しくはＬＥＤ、又は、実際には任意の他のタイプのランプであってもよい。色温度は、
例えば２７００Ｋの固定の低色温度を有するランプが、例えば６５００Ｋの高い固定の色
温度を有するランプと組み合わされると、非常に広い範囲に亘って調節可能である。色温
度は、ランプの光束比を変えることによって調節可能であり、また、この調節は、全光束
が維持されたまま可能である。
【００３９】
　当然ながら、例えば３５００Ｋから４０００Ｋであるより小さい範囲に亘る調節可能性
も、多くの応用に十分である。
【００４０】
　考え方は、方向性照明の有効性を維持するために、光源１０、１４を制御するというこ
とである。この方向性照明は、しばしば、アクセント照明と呼ばれる。アクセント照明の
有効性は、一般照明に影響される。次に、一般照明は、空間に入る周囲日光に影響される
。
【００４１】
　効率を向上させるためには、自然日光の強度に応えて、第１の光源１０からの一般人工
照明の減光を提供することが知られている。このために、センサ装置が提供される。図１
は、屋内空間にある、一般照明レベルを検知する第１のセンサ１６（Ｓ１）を示す。この
センサは、第１の光源１０と周囲日光とによって生成される組み合わされた照明を検知す
る。屋内空間の外側には、日光レベルを検知する第２のセンサ１８（Ｓ２）が示される。
このセンサは、周囲日光だけを検知する。このセンサは、代わりに、屋内空間内に、例え



(8) JP 2017-506804 A 2017.3.9

10

20

30

40

50

ばその出力が周囲日光によって支配されるように、窓に向いて配置されてもよい。周囲光
センサは、必要に応じて、屋内空間の内側及び外側の両方に提供されてよい。
【００４２】
　光センサの向きが選択される。例えばセンサは、上方からの入射光を検出するように水
平面に向けられても、水平入射光を検出するように、垂直面に向けられてもよい。一般照
明レベルを検出する光検知は、所望の測定結果を導出するために、様々な向きにある複数
のセンサを組み合わせてもよい。周囲光測定結果は、アクセント照明が向けられる物体を
見たときに、システムのユーザによって認識される基本の照明レベルを最も良く表すよう
に選択される。
【００４３】
　したがって、システムは、単一のセンサで実現されても、センサの組み合わせで実現さ
れてもよく、各センサは、単一の検知要素を含んでも、様々な向きの複数の検知要素を含
んでもよい。
【００４４】
　以下により詳細に説明されるように、制御は、強度制御若しくは色温度制御、又は、こ
れらの組み合わせに基づいている。強度制御のみの場合、センサは、強度レベルのみを検
出すればよい。一方で、色温度制御では、色検知が必要である。
【００４５】
　コントローラ２０が、特に一般照明とアクセント照明との間に所定の関係を適用して、
一般照明とアクセント照明との強度及び／又は色コントラストを維持するように、第１及
び第２の光源１０、１４を制御する。
【００４６】
　第１のアプローチは、空間内の一般照明レベルに依存して、第２の光源（アクセント／
タスク照明）の強度を制御することである。例えば同じアクセントファクタが維持される
。アクセントファクタは、アクセント照明の強度の背景照明の強度に対する比と規定され
る。日光照明レベルが増加すると、より多くの日光が屋内空間に入るので、アクセント照
明強度は、同じアクセントファクタを維持する（つまり、特定レベルのコントラストが維
持される）ために増加されるべきである。
【００４７】
　この場合、維持される関係は、一般照明の強度と第２の照明ユニットの出力の強度との
比である。
【００４８】
　図２は、第１のセンサ１６によって検出される一般照明の強度と、コントローラの制御
下で提供される方向性光の強度Ｉ２との１つの可能な関係を示す。一般照明の強度は、０
と１との間の値に正規化され、第１の光源１０によって提供される人工光と、屋内空間に
入る周囲光との組み合わされた効果を表す。この例では、一般照明のレベルは、０．４よ
りも上に維持される。これは、第１の光源１０を既知の方法で制御することによって達成
される。このため、グラフは、Ｘ軸上の０．４から開始する。
【００４９】
　第２の光源１４の強度Ｉ２は、０と５との間で調節可能であるように示される。例では
、所望のコントラストを与えるように、最低レベルである２が適用されていることが示さ
れる。最低レベルは、２つの強度間の比を実現するために、強度が直線的に増加するにつ
れて増加する。
【００５０】
　例えば屋外が暗い場合又は屋外光レベルが低い場合、一般照明強度は、０．４に抑えら
れる。このレベルは、大量の日光が入ってくると増加する。比は、第２の照明ユニットの
出力の強度が最大強度を超えない間は維持される。したがって、第２の光源がフル出力（
強度５と示される）している場合、強度は、一定になる。したがって、強度の比は、第２
の光源のある範囲の駆動条件について実現される。この駆動範囲内では、アクセントファ
クタは一定である。
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【００５１】
　一般照明が非常に明るい場合、屋内空間に入る日光が多過ぎて、アクセント照明は、認
識可能なコントラストを実現するにはパワーが十分ではないという状況がありうる。この
場合、アクセント照明は、エネルギーを節約するために、自動的に消されてよい。
【００５２】
　図３に、このアプローチが示される。
【００５３】
　第１の光源１０の強度は、日光が一般照明に寄与可能である場合は、強度を減少させる
ように制御される。これは、既知の自動減光ソリューションである。完全さのために、図
４に、この実施される制御の一例が示される。
【００５４】
　図４は、第１の光源１０によって提供される一般照明強度Ｉ１が、センサ１８（Ｓ２）
によって検出される日光強度レベルに応じて変化する様子を示す。日光レベルが低い場合
、第１の光源１０は、照明を提供するが、強度Ｉ１は、日光が寄与する場合に、落とされ
てよい。これは、センサ１６（Ｓ１）によって検出される全体の一般照明の強度が、第１
の光源が消されるまで、一定に維持されることを意味する。この後は、屋内の照明強度は
、日光レベルに応じる。
【００５５】
　第２のアプローチは、内部空間における色温度に依存して、第２の光源（アクセント照
明）の色温度強度を制御することである。このために、センサが、空間に入る日光の色温
度を測定するか、若しくは、空間内の色温度を測定するか、又は、両方を測定する。
【００５６】
　日光が冷たく（例えば６０００Ｋを上回る）、したがって、屋内空間における色温度が
より高い場合、アクセント照明の色温度を、より暖かい白色光（例えば３０００Ｋ）を与
える調節可能な白色光ＬＥＤスポットで調節することが可能である。これは、色コントラ
ストを提供する。
【００５７】
　これは、空間に入り、第２の光源１４の照明対象である物体又は作業空間を照明する日
光の印象といったよりフレンドリーな雰囲気を与えるために使用される。空間における一
般照明との色差を提供することによって、暖かいスポットが、冷照明されている背景に対
して光を放つといった色コントラストが、第２の光源によって照明される領域において生
成される。色コントラストは、例えば小売販売環境では重要である追加の注目を与えると
いう価値を生成する。
【００５８】
　反対のシナリオも可能である。空間に入る暖かい照明がある場合、ここでは、冷たい領
域を有するアクセント照明を形成して、色コントラストを生成することが可能である。こ
の色コントラストは、自動的に知覚的注目を増加する。
【００５９】
　図５は、第２の光源によって出力される色温度Ｔ２と、センサ１６（Ｓ１）によって検
出される一般照明の色温度（Ｔｇｅｎｅｒａｌ）との可能な関係を示す。上記色コントラ
ストを生成するように示されたものとは反対の関係がある。
【００６０】
　この関係の問題点は、２つの色温度が等しい交差点があることである。図６は、第２の
光源が、２つの色温度設定のみを有するアプローチを示す。即ち、低温度の一般照明に使
用される高色温度設定と、高温度の一般照明に使用される低色温度設定とを有する。
【００６１】
　図７は、色温度の最小差が（矢印によって示されるように）維持される第３のアプロー
チを示す。したがって、第２の光源によって提供される色温度は、最大値に到達するまで
、一般照明の色温度と共に直線的に傾斜する。最大値において、第２の光源は、最低色温
度設定に切り替わる。切り替え点における不安定さを回避するために、アルゴリズムにヒ
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ステリシスが組み込まれ、これにより、色温度Ｔ２は、一般照明の温度Ｔ１に十分な変化
があるまで、安定したままである。
【００６２】
　一般照明の色温度は、内部センサ１６によって測定可能である。しかし、第１の光源１
０によって提供される既知の追加照明を考慮することによって、センサ１８によって測定
された日光からも導出可能である。したがって、強度制御アプローチと同じように、色温
度制御アプローチは、単一のセンサで実現可能であり、図１に示されるような複数のセン
サは必須ではない。
【００６３】
　上記２つのアプローチは、組み合わされてもよい。したがって、方向性照明の強度及び
色温度制御がある。
【００６４】
　図８乃至図１１は、システムの可能な使用を示す。屋内空間は、例えば専用照明３２を
有する棚３０を有するスーパーマーケットである。専用照明３２は、上記第２の光源に対
応する。メイン照明は、光源３４として示される。自然日光が、屋根の窓３６を介して室
内に入る。
【００６５】
　図８では、晴れた日に太陽は昇ったばかりなので、暖かい光の色（低色温度）と高い強
度とを有する。一般照明は、強度Ｉ１及び色温度Ｔ１を有する。これは、低強度の照明で
あってよい（したがって、周囲光の色温度が、室内の一般照明の色温度を支配する）。追
加の方向性照明は、冷たい（高色温度）照明といったより高い強度Ｉ２及び／又は異なる
色温度Ｔ２を有する。これは、強度及び色コントラストの両方を提供するが、このうちの
一方だけで十分である。
【００６６】
　図９では、曇天日が示される。したがって、低強度のより冷たい屋外光がある。一般照
明は、より高い強度Ｉ１を必要とし、ここでも、色温度Ｔ１を有する。一般照明は、大部
分が人工的であるので、空間に広がる色温度を制御する可能性がより多くある。方向性照
明は、支配的な一般照明に対し、より高い強度Ｉ２及び／又は異なる色温度Ｔ２を有する
。
【００６７】
　図１０及び図１１は、１日の間に照明制御が変化する様を示す。図１０は、１日の始ま
りにおける黄色い太陽を有する図８に対応し、図１１は、同日の終わりを示す。周囲光は
、日没において、より赤くなり、異なる強度を有する。したがって、設定Ｉ１、Ｔ１及び
Ｉ２、Ｔ２は１日に亘って適応される。
【００６８】
　上記されたように、色温度を含む日光強度レベルに応えて、一般人工照明を変更するこ
とが知られている。１つの新規のアプローチでは、屋外照明レベルが低い場合に、より暖
かい人工一般照明を追加し、屋外照明レベルがより高い場合に、照明はより冷たくてよい
。冷光を有する低照明レベルは、人々に霧がかかった日又は雨の日を思い出させるシーン
を作り出すので好まれない。その一方で、暖光を有する高い一般照明レベルは、来訪者に
、実際よりも高い室温の感覚を与え、結果として、追加の空調を要求することになるので
好まれない。
【００６９】
　上記システムは、様々な可能な日光状況に関連して好適な照明シーンが規定されること
を可能にする。所望の関係は、データベースにプリセットパラメータの組み合わせとして
提供される。このようにすると、正しい一般照明設定とアクセント照明設定とが、支配的
な日光の状況に合わせて組み合わされることが可能になる。データベースは、空間のユー
ザの希望に合わせることが可能である。各ユーザは、一般照明の色温度とアクセント照明
の色温度との好適なバランスを設定することができる。好適な設定を有するデータベース
は、様々な場所で使用可能である。例えば、これは、店舗チェーンのイメージが各店舗に
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おいて同じであることを確実にすることができる。これは、国内外に同じイメージを与え
たい店舗チェーンにとっては特に重要である。
【００７０】
　既知の光センサが使用されてよい。感光性抵抗器及び感光性ダイオードは、光センサの
既知の例である。
【００７１】
　上記関数は、例に過ぎない。一般照明とアクセント照明との間に、目に見えるコントラ
ストを提供するという一般的な目的から離れることなく、様々なパラメータ間により複雑
な関係が確立されてもよい。図示されるような連続的な関数ではなく、パラメータの組み
合わせの離散的なセットが予め記憶され、これらのセットのうちの１つが、検知された照
明条件に応えて選択されてもよい。
【００７２】
　所望の制御を実施するコントローラは、ソフトウェア及び／又はハードウェアを用いて
、必要な様々な関数を行うように非常に多くのやり方で実現可能である。プロセッサは、
必要な関数を行うようにソフトウェア（例えばマイクロコード）を使用してプログラムさ
れる１つ以上のマイクロプロセッサを使用するコントローラの一例に過ぎない。しかし、
コントローラは、プロセッサを使用してもしなくても実現されてもよく、また、幾つかの
機能を行う専用ハードウェアと、他の機能を行うプロセッサ（例えば１つ以上のプログラ
ムされたマイクロプロセッサ及び関連回路）との組み合わせとして実現されてもよい。
【００７３】
　本開示の様々な実施形態において使用されうるコントローラコンポーネントの例は、従
来のマイクロプロセッサ、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）及びフィールドプログラマ
ブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）を含むが、これらに限定されない。
【００７４】
　様々な実施態様において、プロセッサ又はコントローラは、例えば所望の機能的マッピ
ングを与えるデータベースを記憶するために、ＲＡＭ、ＰＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ及びＥＥＰ
ＲＯＭといった揮発性及び不揮発性コンピュータメモリといった１つ以上の記憶媒体に関
連付けられていてよい。記憶媒体は、１つ以上のプロセッサ及び／又はコントローラ上で
実行されると、必要な機能を行う１つ以上のプログラムで符号化されていてよい。
【００７５】
　様々な記憶媒体は、そこに記憶されている１つ以上のプログラムがプロセッサ又はコン
トローラにロード可能であるように、プロセッサ又はコントローラ内に固定されていても
、持ち運び可能であってもよい。
【００７６】
　システムの可能な応用の様々な例だけでなく、光強度と色温度との可能な関係の例が上
述された。様々な応用が、これらの関係の様々な要件を有するであろう。
【００７７】
　例えば博物館では、展示されている芸術品への損傷を防止するために、最大許容照明レ
ベルがある。したがって、博物館では、一般照明レベル及びアクセント照明レベルの両方
が制限される。これは、特定の周囲照明レベルを上回ると、全ての人工照明（一般及びア
クセント）が消されることを意味しうる。特に博物館では、展示に追加の奥行きをもたら
すように、より冷たい拡散一般照明に対し、暖かいアクセント照明を追加することが興味
深いであろう。
【００７８】
　当然ながら、システムは、様々な領域に対し、多くの様々なアクセント照明ユニットを
有してよい。
【００７９】
　開示された実施形態の他の変形態様は、図面、開示内容及び添付の請求項の検討から、
請求項に係る発明を実施する当業者によって理解され、実施される。請求項において、「
含む」との用語は、他の要素又はステップを排除するものではなく、また、「ａ」又は「
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ａｎ」との不定冠詞も、複数形を排除するものではない。特定の手段が相互に異なる従属
請求項に記載されることだけで、これらの手段の組み合わせを有利に使用することができ
ないことを示すものではない。請求項における任意の参照符号は、範囲を限定するものと
解釈されるべきではない。
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